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【土曜参観 ２年生】

子 育 て は “ 共 育 ”

校 長 栗 林 操

11月に行われた土曜参観では、多くの保護者の方から御来校いただきました。午前の３

限から午後の５限までオープンスクールだったのですが、中には何度も足を運んでくださ

る保護者の方もおられ、子どもたちも私たち職員も大きな励みになりました。

『子どもと話す時間を作れ先般各家庭に配付した県教育委員会発行の「かけはし」に、

という問いかけがありました。学校のこと、将来のこと、遊びのこと等、ていますか？』

子どもと話をすることはとても大切なことだと思います。それだけで子どもはとてもうれ

しいし、がんばろうというエネルギーがわいてくるからです。子どもと話をしていると、

勉強や友達関係、学校生活の不安など困っていることや悩みを相談される時もあります。

また、表情や態度から子どもの変化を察することもあります。そんな時は機を逃すことな

く、声をかけてほしいのです。自分自身を振り返ってみても、子育ては心配なことや大変

なことの方が多いかもしれません。子どもと向き合い、しっかり言い聞かせなければいけ

ない時もあります。また、特に学習の土台をつくる小学生段階では、一緒に宿題をやった

り終わった後のノートやプリントを見てあげたりすることも必要です。そうやって背中を

押してあげる中で、子どもが一つ一つ壁を乗り越えていく姿を見ることが親としての喜び

ではないかと思います。それは子どもの成長であると同時に、親としての自分の成長でも

あります。まさに“共育（共に育つ ”といえるのではないでしょうか。冬休みは、親子）

そして家族の絆を実感する絶好の時です。手伝いなど子どもと過ごす時間を大切に、どう

ぞよい新年をお迎えください。



６年生を対象に４月に行われた全国学力・学習状況調査では、学力調査に加えて児童質

問紙調査も行われました。そこから見える当校の子どもたちの状況は次のとおりです。

＜親子の対話について＞

□ 家の人（兄弟姉妹を除く）と学校での

出来事について話をしますか。

「している」と回答した割合は、県平均を

17ポイント、全国平均を14ポイント上回り

ました。子どもの連絡袋の中には、毎日の

プリントやおたよりが入っています。ぜひ

話題の一つに加えてみてください。

□ 将来の夢や目標をもっていますか。

「当てはまる」と回答した割合は、県平均

を15ポイント、全国平均を12ポイント上回り

ました。地域の人と交流し、様々な人の生き

方に触れてきたことが将来のことを考えるき

っかけになっていると考えます。これからも

学校全体で大切にしていきたいことです。

□ 家の人（兄弟姉妹を除く）と将来の

ことについて話すことがありますか。

「よく話す」と回答した割合は、県平均を

12ポイント、全国平均を８ポイント上回りま

した。子どもと話をすることが、夢や希望を

もってがんばる意欲につながります。新年を

迎えるに当たって、ぜひ家族で夢を語り合

ってみてください。

＜地域や人との関わりについて＞

□ 今住んでいる地域の行事に参加してい

ますか。

「当てはまる」と回答した割合は、県平均

を19ポイント、全国平均を36ポイント上回り

ました。子どもたちと地域とが深い絆でつな

がっているのがよく分かります。このことが

思いやりや社会性をはぐくむなど、三川小の

子どもたちを支えてくれています。
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□ 人が困っているときは、進んで助けて

いますか。

「当てはまる」と回答した割合は、県平均

を30ポイント、全国平均を32ポイント上回

りました 「思いやりのあるやさしい子に育。

ってほしい ・・・家族や地域みんなの願い」

です。

この気持ちを大切に、次に示すように“い

じめ見逃しゼロ運動”に取り組んでいます。

『いじめをしない・見逃さない・許さない』ために

運営委員会を中心に、子どもたちが主体となって企

画・運営した全校集会を行いました。各学級でいじめ

について話し合い、自分たちの行動を振り返って、ど

。んなことに気を付けたらよいかを宣言にまとめました

これを受け、全校でもう一度「相手の気持ちを考えて

行動すること」を誓い合いました。

また、各学級では土曜参観でも公開したように、いじめ

や友達との関わりを題材にした道徳の授業を行いました。

校長も全校朝会で「ごんぎつね」の本を基に、ごんの気持

ちを考え、ごんの姿から思いやりのよさを感じ取るミニ授

業を行いました 「楽しい学校にしたい」みんなの願いの。

実現に向けて、みんなでがんばっています。

学校以外に平日１日１時間以上勉強する割合 平日１日２時間以上テレビ等を見る割合

上のグラフから分かるように、家庭学習とテレビやゲーム等のメディアコントロールが

当校の課題です。今年度この点を強化するために、家庭学習カードやパワーアップ週間に

取り組んできました。保護者の皆様からも御理解と御協力をいただき、よい傾向が見られ

るようになってきました。望ましい習慣を今後も継続していきたいと思います。

早寝・早起き・朝ご飯冬休みは

＋家庭学習 ＋お手伝い

毎日のそうじもよくやっています → お手伝いもがんばろう！（ ）。
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４年生が新潟市で“みかわっ子米”の販売と三川のＰＲを行いました！
３年目になる今年度も 新潟ふるさと村で学校田で育てたお米の販売を行いました 毎、 。「

年楽しみにしていますよ 「三川の出身です。なつかしい 」など声をかけていただき、。」 。

４年生15名は緊張の中にも「いらっしゃいませ。阿賀町の三川から来ました 」と、元気。

よく声を出していました。お米の販売に加えて三川のＰＲコーナーもつくり、これまで総

合学習で勉強してきたことを多くの人に紹介しました。

がんばりました！

◆ 新潟県土砂災害防止に関する作品コンクール

新潟県治水砂防協会長賞 ６年 ６年

佳作 ６年

◆ 新潟県中越教育美術展

特選 ３年 金賞 ３年 ５年

銀賞 ３年

銅賞 ３年 ５年 ５年

５年 ５年 ５年

６年

◆ 新大全国硬筆大会

準特選 ３年 ３年

秀作 １年 １年 ２年

２年 ２年 ２年

３年 ３年 ４年

◆ 新大全国競書大会 ◆ 新潟県競書大会

秀作 ３年 銀賞 ３年

こ れ か ら の 主 な 行 事 予 定

＊12/29～1/3まで閉庁となります。12 ２３日（土） 冬季休業（～１月８日）月

1 ９日（火） ３学期始業式 給食後下校 13 15月 :

１１日（木） 配信問題（国語） 委員会活動Web

１２日（金） 配信問題（算数） 家庭学習・生活向上週間（～１８日）Web

＊多くの皆様の御来校をお１５日（月） だんごさし集会（準備8 30 集会9 30）: :

ふれあいメディアコントロールデー待ちしています。

１８日（木） スキー授業（５・６年生） ４～６年６限授業 漢字検定

１９日（金） 朗読朝会 なかよし班対抗なわとび大会


